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BBQ業界の発展、感染症からBBQ業界を守り
一致団結して「BBQから始まる明るい社会」 を。
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今般、新型コロナウィルスにより営業活動に甚大な支障が出ております。本来アウトドアは感染症
リスクが非常に低いのです。
しかし、利用者も会場側も閉鎖を余儀なくされています。
今後も新しいウィルスに影響があるかもれません。無駄な閉鎖などを極力なくせるように、利用者
にはいずれ会員登録をマストにし、会員登録を持って入場できる制度、コロナ対策が万全な会場
を進んで推薦できるような社会を巻き込んだサービスにして参ります。
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一般貨物自動車運送事業  関自貨第815号
29足足保生食第00560号
平成22年2月1日（平成27年5月19日法人化）
2,000,000円
社員15名　パートアルバイト約50名



バーベキューと地域サービスを繋ぐ
   　新しい形の総合BBQプラットフォーム。
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オーストラリアでは、BBQの愛称として、「Babie（バービー）」と呼ばれ、コンロが公園に

常設されているほど、身近なものとして文化が根付いています。

そんな風に日本でも、もっと手軽に、気軽にBBQを楽しんでほしいという願い、また

【BBQ】×【NAVI】の言葉から【BAVI（バービー）】は誕生しました。

日本全国バーベキュー場が検索でき、その近隣会場や近隣店舗もリンク掲載し利用者が

最も良い条件で選ぶことができるサイトとしています。

並行してバーベキューに関するコラムを毎月掲載し必要な情報をより多くの人に届け

ていきます。そして2ndシーズンでは現在地情報と行きたい会場や店舗をMAPアプリで

つなぎ、独自のルート案内や独自のマップを展開していきます。

What’s ?

Baviイメージキャラクター

比嘉バービィ
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「アクセス数」「来訪者」「店舗へアクセス」
「店舗購入」をデジタル統計による分析。

Baviは5年後。10年後の段階的なビジョンを掲げサービスを向上していきます。

4. 改善ポイントの把握3. 売上・利益率アップ
当社の仕入れやバーベキュー事業に適した
システム利用でコストを大幅にカット

2. コンテンツアップ
当社 BBQ事業の知識の共有により
アイテムやキャンペーンを展開し
販売マーケティングを最大限に利用可能。

1. 集客アップ
会場とのシステム連動により
近隣店舗のへの集客アップへと繋がります。

Baviによる可能性

Baviのビジョン

1,350施設
（全国）

掲載施設
4,500店舗
（全国）

掲載店舗 
100万人
（全国）

利用ユーザー数
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無料付帯コンテンツ
2st ステージ

施設登録契約後
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Baviの機能紹介 【無料枠】

メインビジュアル

コロナ禍における営業についての
注意点を記載しよう！

LIKEボタンを押してもらい
評価アップ！

NEWS配信

コロナ対策推奨店の
バッジを貼り他会場と
差別化!

推奨店推奨店

コロナ
対策

コロナ
対策

アイキャッチ画像を決めて
認知度アップ！
3つまでイメージ設定可能。

Likeボタンと口コミを
投稿してもらい 
会場の評価をアップ！

最新NEWSをスマホで 配信!
雨天時や台風、急な休業や開業に
関して、 新商品などの案内、 様々
お知らせを即時に配信!

POINT!
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Baviの機能紹介 【無料枠】

動画掲載

YouTube動画掲載で、より詳しく
会場をアピールできます。

会場詳細

一目でわかるアイコンで視認性を
アップ。詳しくは概要欄でチェック
します!

営業時間や、料金など細かい設定
も安心。文字数制限に気にするこ
となく設定が可能です。

料金体系や利用時間などは、ポッ
プアップ画面起動により、さらに
詳細を記載する事も可能。

対応

YouTube動画の埋め込みにより、
Google検索エンジンの上位表示にも
期待ができます！

POINT!



プラン・売店情報

施設内のプランをPRして、 更なる
売上と利益を向上 させよう!!

商品画像タップによるポップアッ
プウインドウで商品の詳細を表
示。魅力的なプランや商品で集客
アップに繋げよう！

POINT!

クーポン発行

販売促進用にクーポン発行を行
い、売上や利益をアップ！売上予
算に応じてクーポン割引利用がオ
ススメ！また、『ディスカントタイ
プ』『プレゼントタイプ』のクーポン
デザインをご用意。さらに複数の
クーポンを発行可能でユーザーに
アプローチできます。

POINT!
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Baviの機能紹介 【無料枠】



Baviの機能紹介 【無料枠】
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アクセス ・ 周辺スポット 口コミ

良い口コミも悪い口コミも真摯に
向き合い、お礼の返信もしよう! そ
のやりとりが信用につながります。
口コミ活性化し施設のレベルアッ
プを図ろう!

グーグルマップはもちろん、車や電
車でのアクセス方法を明記しよう！

会場周辺のお肉屋さん・お酒屋さ
ん・スーパーなど店舗情報が掲載
されていきます。 近隣店舗と力を
合わせることで町の活性化に繋が 
ります。 足りないところを補っても
らおう!

シンプルな操作で口コミ投稿でき
るフォームをご用意。ユーザーから
の意見を収集し、サービス改善に
に活かそう！

POINT!

POINT!



施設管理ページ

P10

Baviの機能紹介 【無料枠】

管理ページにより、お客様にて情報を更新・管理可
能。また、運営する店舗や会場の追加にも対応可能
で複数の施設管理システムを実現しています。

会場情報やアクセス方法やグーグルマップはもちろん、クーポン、プランや商品情報な
ど設定し、集客に繋がる魅力なページに仕上げよう！

POINT!
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有料コンテンツ紹介
2st ステージ
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Bavi有料コンテンツ紹介

※各種有料コンテンツ掲載の費用はP24をご覧ください。

TOPスライダーバナー Pick up バナー

Pick up バナーによるオススメコ
ンテンツ枠への掲載。

トップページのメインスライダーへ
バナーを設置し、施設詳細ページ
へ誘導致します。バナーデザイン
もBavi専属デザイナーにより作
成。短期間で高いアクセス数が見
込め、スポットで集客したい場合
にも有効な広告コンテンツです。
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Bavi有料コンテンツ紹介

※各種有料コンテンツ掲載の費用はP24をご覧ください。

各都道府県 おすすめ会場（限定2枠） 

検索結果ページのファーストビ
ジュアルに表示。
各都道府県限定2枠のバナー枠
で検索ユーザーに強く訴求できる
広告コンテンツです。

施設コラム作成

圧倒的なアクセス数がある「コラ
ム」ページによる施設の紹介です。
Bavi専属ライターによる取材とラ
イティングで施設の魅力をアピー
ルさせて頂きます。

施設オーナーおすすめ！



予約機能 （予約管理機能含む）

プラン・売店情報より直接予約が
できるシステムです。
訪問ユーザーを離脱させることな
く購買へと誘導します。

予約管理システムにより、一目で
予約ユーザーを管理可能。また
「決定」「キャンセル」「保留」などの
ステータスで、ユーザーの状態を
確認できます。

P14

Bavi有料コンテンツ紹介

※各種有料コンテンツ掲載の費用はP24をご覧ください。



動画・Webサイト・SNS運用など制作物もオプションにて承ります。

会場取材

スチール ・ 動画撮影 WEB・LP ページ作成

SNS 運用・広告

自社オリジナル集客用ページで他会場に差をつけよう。

自社公式サイトで LP、BAVI のサイトと濃密な連携が可能になります。

BAVI 公式アカウントにて投稿で会場紹介!たくさんのユーザーに認知されます。

主要箇所や設備などの撮影をします。BAVIの掲載はもちろん SNS 等でも使用します。

また、写真だけでは伝わりにくい動画撮影・編集にも対応。記事やコピーが必要になる静止画の写真とは違い、

的確に会場の良さをダイレクトにユーザーの心に訴えることが可能です。

POINT! 動画は、会場の雰囲気を動きと音で表現でき、視聴者に会場を利用する臨場感を十分に伝える事ができ
るツールです。Bavi専属のプロフェッショナルの撮影チームだからできるクオリティーで、競合会場との差
別化が期待できます。

P15

Bavi有料コンテンツ紹介

動画のメリット
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Bavi有料コンテンツ紹介

Bavi専属取材スタッフが、施設の魅力をPR致します。

会場取材 【スタッフ紹介】
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Baviの主な機能
2st ステージ
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Baviの主な機能

LIKE機能 検索機能

都道府県別はもちろん、細かな項
目を用意して、ユーザーの希望の
会場や店舗を検索できます。

検索結果から、さらに「評価順」
「LIKE順」「新着順」などのソート
機能にも対応。

LIKEボタンをプッシュすることで、
一定期間、BBQ会場やお店の情
報を保存可能。LIKEリストから瞬
時に自分にあった情報にアクセス
できます。
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コラム掲載

アドバイス・アイテム・グルメ・会場
などBBQに関する様々な情報をカ
テゴリー別に検索可能。

BAVI編集部のこれまでの経験を
中心に、今すぐ役立つ情報をお届
けしています。
少しでもBBQに興味のあるユー
ザーにもアプローチができ、Bavi
への大きなアクセスへと繋がって
います。

Baviの主な機能
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My ページ

Baviの主な機能

BBQ団体向けコンシェルジュ

Bavi独自の膨大な会場データ、プ
ランデータを駆使してお客様の代
わりに会場をピックアップし選定
させていただきます。
企業の総務の方や旅行会社様な
ど団体BBQでお困りの方に向け
たサービスです。

Like機能や投稿した口コミ機能と
連動したユーザーMyページ機能
です。
登録頂くことで、過去の履歴や商
品注文の際の登録の手間を省くこ
とができます。

日程・利用人数や希望の会場な
ど、簡単STEPの入力でOK。
ロケーションなど拘った会場の希
望も選択可能です。
あとは、BBQの専門スタッフによる
ご提案をお待ちください。

POINT!
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Baviの主な機能

Baviの機能はまだまだ成長していきます

Baviの機能は、日々更新を続けており、

便利で安心して利用できる新たなサービスを生み出し続けています。

BBQが楽しく、手軽な文化として根付いていくよう

日々、努力しています。

Bavi運営・制作スタッフ一同
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2nd シーズン
搭載機能 現状報告

googlemapAPIを利用し 通常マップ
よりも優れた独自のマップ設計に。

MAP機能強化

施設の予約管理を実現。 今までアナ
ログだったところは飛躍的に効率化 
バーベキュー事業に特化した予約機
能に。

予約機能

周辺店舗の注文管理を Baviで実現。
バーベ キューならではのオリジナル
機能に期待。

販売機能

施設の混雑状況や駐車場の混雑状
況をボタン一つで配信できる設計に。

混雑状況判別

日報を登録し会計情報と連携できる
仕様に。 月次や決算をスムーズに。

日報機能

日報データからあらゆる指標を抽出
し攻めの一 手、守り一手を分析 Bavi
の広告展開にも反映。

経営指標分析

団体向けバーベキューにコンシェル
ジュ機能を搭載し、施設やプランをご 
案内できる機能。

コンシェルジュ

コンシェルジュ機能と連携し、団体客
に対してプランと見積もりで集客で 
きる仕組みに。

一括見積り

ユーザー登録を推奨し、来店者の特
定とポイント制度導入でさらなる販促 
行動へ。

ユーザー登録

済
機能搭載

対応中
機能搭載

済
機能搭載

済
機能搭載

Baviの主な機能
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掲載料金について
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掲載料金について

Baviの掲載費用は初期費用のみ！

初期費用 30,000円（税別） 0円（無料）掲載費用

TOPスライダーバナー 

各都道府県 おすすめ会場

施設コラム作成

スチール撮影

団体客送客

（月額） 100,000円（税別）～

（月額） 30,000円（税別）～

（1コラム） 50,000円（税別）～

（1日） 50,000円（税別）

団体客送客 売上の 10%

※有料プランについては詳細資料がございます。当方の担当へお気軽にご相談ください。

※費用はBaviからの集客売上の10％～のみ

掲載料金について

有料広告・オプションについて

初期費用の費用に含まれるもの

※1都3県に限る。その他はご相談となります。

初期掲載セットアップ 取材（訪問）※ スチール撮影 ※ 施設コラム制作・投稿
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お申し込みの流れ よくある質問

掲載料金について

初期費用や、月額費用は？
一切かかりません。有料コンテンツ申し込みの時点で費用が発生致します。

利用にあたり、必要なものはありますか？
PC、インタンーネット環境のみです。

冬の期間はどうなりますか？
月額費用はありませんので、実質的負担はございません。
冬に違う形式の営業になる場合もPRが可能です。

利用にあたり、必要なものはありますか？
無料コンテンツの場合は一切対象外となります。
有料コンテンツの予約機能を使用しての場合、当社が発行する、施設対利用者の大枠ルールが適用さ
れ、また、キャンセルチャージに従い請求が可能です。
返金を保証するものではありませんが、キャンセルチャージの回収はお手伝いさせていただきます。
　
機材や施設の破損などの保証はありますか？
キャンセル保証と同様になりますが、無料コンテンツの場合は一切対象外となります。
有料コンテンツの予約機能を使用しての場合、施設対利用者の利用規約に従い、請求のお手伝いをさせ
ていただきます。

公式ウェブサイトがないですが大丈夫ですか？
はい、当社のページを公式ホームページとして使用していただいて問題ありません。
また、当社のページはスマートフォンサイトに特化しております。ほとんどの利用者様はスマートフォンで
の利用になりますので優位性を保てます。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

① お申し込み
お問合せフォーム、又はお電話にてお問合せください。
・ヒアリングシートの記載
・お写真の準備
をいただきます。
※難しい場合は担当が現地赴き取材も担当させていただきます（有料）

② 該当ページ確認
施設URLなど確認致します

③ 掲載開始
Baviへ掲載が始まります。

無料掲載の場合

① お申し込み
お問合せフォーム、又はお電話にてお問合せください。
・利用規約のご承諾
・申込書の記入、ご捺印

② 取材
担当が現地に赴きスチール撮影からプランや概要などをヒアリングさせていただきます。

③ 該当ページ確認
施設URLなど確認致します。

④ 掲載開始
Baviへ掲載が始まります。

有料コンテンツを含む場合
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Bavi公式バナー紹介

Bavi公式バナー紹介

Type.01
あなたの最適なBBQ場を検索！

Type.02
LIKEや口コミを書いてBBQ会場を盛り上げよう！

Type.03
コロナ対策バッチリの会場を見つけてBBQを楽しむ！

Type.04
日本最大級のBBQプラットフォーム

Type.05
日本最大級のBBQプラットフォーム（シンプルタイプ）

バナーサイズ表

sizeB
w: 200px / h:200

sizeC
w: 320px / h:100

sizeA
w: 300px / h:250

sizeD
w: 728px / h:90
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掲載特典の紹介

掲載特典の紹介

一定額以上の有料広告掲載のお客様に販促グッズをプレゼント！

※特典内容やデザインは変更になる場合があります。

検索Bavi

https://bavi.jp/

加盟店

オリジナルうちわ 三角POP のぼり



プライバシーポリシー

ゼネラルパーソンカンパニー株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の事業に係わる方々の個人情報を取り扱う事業者としてその重要性を認識し、個人情報を
安全かつ適正に利用・管理することが社会的責任であると考えております。また、当社は、個人情報の保護に対して最大限の注意を払い、個人情報の適正な取扱
いと安全管理に不断の努力を続けることをお約束いたします。当社は、事業を行ううえで個人情報保護を重要項目とし、以下のとおり、プライバシーポリシー(以下
「本プライバシーポリシー」といいます。)を制定します。

1.個人情報の定義
当社は、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律に規定される生存する個人に関する情報(氏名、生年月日、その他の特定の個人を識別することができる情
報)、ならびに特定の個人と結びついて使用されるメールアドレス、ユーザーID、パスワード、クレジットカードなどの情報、および個人情報と一体となった趣味、家
族構成、年齢その他の個人に関する属性情報であると認識しています。
なお、クッキー及びIPアドレス情報については、それら単独では特定の個人を識別することができないため、個人情報とは考えておりません。ただしこれら情報と
個人情報が一体となって使用される場合にはこれら情報も個人情報とみなします。当社の運営するメディアにおいては、たとえ特定の個人を識別することができ
なくとも、クッキー及びIPアドレス情報を利用する場合には、その目的と方法を開示してまいります。また、クッキー情報については、ブラウザの設定で拒否するこ
とが可能です。クッキーを拒否すると商品・サービスの提供が受けられない場合は、その旨も公表します。

2.個人情報利用目的の特定
当社は、個人情報を取扱うにあたって、その利用目的をできる限り特定します。

3.個人情報利用の制限
当社は、あらかじめご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。合併その他の理由により個人情報を取得し
た場合にも、あらかじめご本人の同意を得ないで承継前の利用目的の範囲を超えて取扱うことはありません。ただし、以下の各号に定める場合はこの限りではあり
ません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

4.個人情報の適正な取得
当社は、口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方法をもって個人情報を適正に取得します(直接取得する以外に、間接的に取得する場合を含みます)。
なお、電話での応対時において、ご注文・ご意見・ご要望内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために、通話を録音させていただく場合がございます。

5.個人情報の取得に際する利用目的の通知
当社は、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表します。ただし、以下の各号に定める場合はこの限りではありません。
(1) 利用目的をご本人に通知し、または公表することによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表する
ことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

6.個人情報利用目的の変更
当社は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えては行わず、変更された利用目
的について、ご本人に通知し、または公表します。

7.個人情報の安全管理・従業員の監督
当社は、個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理が図られるよう、従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。

8.委託先の監督
当社は、個人情報の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合、適正な委託先を選定するとともに個人情報保護を含む契約を委託先と締結し、委託先に対
して必要かつ適切な監督を行います。

9.第三者提供の制限
当社は、以下の各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめご本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) あらかじめ次の事項を告知あるいは公表をしている場合
(ア) 利用目的に第三者への提供を含むこと
(イ) 第三者に提供されるデータの項目
(ウ) 第三者への提供の手段または方法
(エ) ご本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
ただし次に掲げる場合は上記に定める第三者には該当しません。
(a) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

(b) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(c) 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の
利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置
いているとき

10.個人情報に関する事項の公表等
当社は、個人情報に関する以下の各号に掲げる事項について、ご本人の知り得る状態に置き、ご本人の求めに応じて遅滞なく回答します。
(1) 個人情報の利用目的(ただし、個人情報の保護に関する法律において、その義務がないと規定されるものは除きます。ご回答しない決定をした場合は、ご本人
に対して遅滞なくその旨を通知します。)
(2) 個人情報に関するお問い合わせ窓口

11.個人情報の開示
当社は、ご本人から、個人情報の開示を求められたときは、ご本人に対し、遅滞なく開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合
は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
(1) ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
なお、アクセスログなどの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

12.個人情報の訂正等
当社は、ご本人から、個人情報が真実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、他の法令の規
定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容
の訂正等を行い、その旨ご本人に通知します。

13.個人情報の利用停止等
当社は、ご本人から、ご本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または偽りその他不正の手段により取得
されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に
基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨をご本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが
困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。

14.理由の説明
当社は、ご本人からの要求にもかかわらず、以下の各号のいずれかを決定する場合、その旨をご本人に通知する際に理由を説明するよう努めます。
(1) 利用目的を通知しない
(2) 個人情報の全部または一部を開示しない
(3) 個人情報の利用停止等を行わない
(4) 個人情報の第三者提供を停止しない

15.お問い合わせ、開示等の請求先
当社のプライバシーポリシーに関するお問い合わせ、開示等の請求は、下記担当までお願い致します。

〒120-0001 東京都足立区大谷田3丁目21番6号
ゼネラルパーソンカンパニー株式会社
個人情報担当

個人情報の開示、訂正または利用停止の請求は、上記宛に当社所定の書式に必要書類を添付のうえ、郵送によりお送りください。直接のご来訪によるお申し出、
電話・FAX・電子メールによるお申し出の受付窓口は、開設しておりませんので、その旨ご了承ください。
なお、開示等の請求にかかる当社所定の書式は、「開示」「訂正」「利用停止」の種類を明確にして、上記のお申し出先まで郵便でご請求ください。当社より当社所定
の書式を郵送いたします。当社所定の書式の他、ご本人確認のための書類が必要になりますが、その詳細は当社所定の書式を郵送する際にご連絡いたします。
開示等の請求を、代理人をたてて行う場合は、前項の書類に加えて、代理人確認の書類が必要になります。開示等の求めに関する当社所定の書式をお申し込み
の際に、代理人による開示等の求めである旨をお伝えください。詳細を記したご説明資料を当社所定の書式に同封いたします。
開示等を請求される際は、1回の申請ごとに、手数料及び郵便料金800円分の郵便切手を、開示等の求めに関する当社所定の書式のご請求の際の郵便物にご同
封ください。手数料が不足していた場合は、その旨をご連絡いたしますが、所定の期間内に不足分のお支払いがない場合は、開示等の求めがなかったものとして対
応いたします。
当社は、開示等の求めに対し、開示等に関する当社所定の書面に記載された申請者住所宛に、書面により回答をいたします。
なお、当社が開示等の求めに関して取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲内で取り扱うものといたします。また上記の開示等の手続きとは別に、登録
情報・連絡先等の変更、利用停止等に関しては、規約等に定めた手続きによる対応を用意いたしております。

16.当社の所属する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決のお申し出先
現在、当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。

17.プライバシーポリシーの更新について
当社は、法令等の変更や必要に応じて、本プライバシーポリシーを改訂することがあります。その際は、改定毎に最新のプライバシーポリシーを本ウェブサイトに掲
載いたします。

附則
2022年5月1日制定
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ゼネラルパーソンカンパニー株式会社
〒120-0001 東京都足立区大谷田 3丁目 21 番 6号
TEL: 03-5856-2030  FAX: 03-5856-1780   E-mail: info@gpc-group.com
URL.  https://gpc-group.com/
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